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＊１０月のプログラム予定＊
3日 外部卓話 金尾信二氏（中津城理事）
10日 内部卓話 臼杵 確会員
17日 職場訪問、親睦家族観月例会
於.安心院葡萄酒工房
24日 内部卓話 米澤哲也会員
31日 四クラブ合同グラウンドゴルフ大会、親睦例会
於.かんぽの郷宇佐
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３日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

金尾信二氏（中津城理事）

 ビジター

中島政二君（宇佐八幡RC）

会長の時間

藤本博和会長

先日の柳ヶ浦高校インターアクトとのペットボ

奨学生は800→700名に減っているそうですが、RI

トルキャップ洗いに参加していただいた方ありが

としては寄付金を上げてほしいと言う要望もあり

とうございました。後ほど斉藤新世代委員長から

ました。寄付金0円のクラブもあるようです。1学

詳細の報告とご協力のお願いがあると思います。

生に対し2年間、月に10万円世話クラブに4万供与

今月は米山月間です。先日の日曜日リバーサイ

され、これまで支援して来た奨学生数→17000人、

ドにて行われた米山奨学金のセミナーには本庄幹

奨学生出身国121ヶ国となり、民間では最大の団

事と私で参加して参りました。60名ぐらいの参加

体だそうです。受入校は熊本学園大学、熊本県立

でした。私は初めての参加で大変勉強になりまし

大学、熊本大学、崇城大学、大分大学、別府大学、

た。年間事業費14億円年間の予算が組まれており、

立命館アジア太平洋大学などがあり、今年度は12

事務局
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月14～15日に選考会がります。寄付の種類は、普
通寄付が日本の全ロータリアンから会員1人当た
り金額を決め集め送金するもので、特別寄付は個

４．理事会報告
1）10月のプログラムについて承認致しました。
3日 外部卓話 中津城 理事 金尾信二氏

人法人ロータリークラブから普通寄付以外で、任

10日 内部卓話 臼杵 確会員

意で一般からも集めたもので金額に決まりはない

17日 職場訪問(17時～)

とのことです。あと遺言寄付というのがあり、遺

安心院葡萄酒工房

親睦家族観月例会(18:30～) 〃

言によって自身の財産を奨学生事業に寄付税法上

24日 内部卓話 米澤哲也会員

措置を受けることができるそうです。米山奨学生

31日 四クラブ合同 グラウンドゴルフ大会・

がどのような役割を果たしてきたかと言うと、近

夜間親睦例会 かんぽの郷宇佐にて

年急激な日中関係の悪化から延期されていた中国

2）公式訪問時の写真代金は、出席者の個人負

米山学友会の総会が6月開催され中国の学友が掲

担致します。→700円を10/25に会費と一緒

げたテーマ「We Are Family」は、学友同士のき

に口座振替にて徴収致します。

ずなを呼びかけただけではなく日本のロータリア
ンに向けた強いメッセージでもあります。世界の
至る所に米山の「家族」がいます。日本を理解し、

3）故石部清周名誉会員の香典返しは、50周年
を含む基金へ繰入れ致します。
５．お知らせ

ロータリーの究極の目標である平和のために力を

1）本日の週報は、次週に配布致します。

尽くそうとする学生たちが育っており、「知日家」

2）10/17の職場訪問＆観月例会の出欠を回覧致

「親日家」育てるための60年間続いた米山記念奨
学事業です。

します。
3）本日例会終了後、親睦委員会を開催致しま
す。委員の方はお残り下さい。
4）10月の定例理事会は、次週10日の例会終了

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ロータリーの友 10月号；配布
2）ガバナー月信 第４号；配布
3）ガバナー事務所より２件；回覧

後に開催致します。
６．欠席連絡
是永潤一会員、住本憲彦会員、和田久継会員
７．本日の当番
藤本博和会長、本庄伸子幹事

①ガバナー・ノミニー(2015～2016年度)決定
のご報告 ＝熊本南ＲＣ 野田三郎氏
②ガバナー･ノミニー･デジグネート候補者推
薦について；野田ガバナー･ノミニーの次の
方(2016～17年度) 提出期限：12/2(月)必着
２．例会変更
日出RC：①10/8(火) 場所変更；親睦ソフトボー
ル大会に向けての為 ②10/15(火) →10/16(水)
12:30～「ホテル白菊」に変更；ガバナー公式
訪問合同例会の為
竹田RC：10/8(火) 18:00～「お客屋」に場所変
更；新会員歓迎例会の為
３．週報受理 なし

今月のお祝い
【結婚記念日】
岩井謙次会員：結婚４０周年を祝って頂きました。
【配偶者誕生日】
石部幸二会員：妻百合子の？回目の誕生日ですが、
詳しい回数は不明です。

委員会報告

外部卓話

◎新世代委員会

斉藤順一委員長

「中津城の話し」

9月30日に柳ヶ浦高校インターアクトの活動で

中津城理事 金尾信二氏

ペットボトルキャップの洗浄に沢山のご参加をい
ただきありがとうございました。特に会長は洗濯
機まで持ってきて頂き感謝いたします。初めはゴ
ミ袋8個くらいと聞いていましたが、出てくるは
出てくるはで3倍位の量になりまして、雨が降っ
てきたこともあり途中で止めており、その続きは
10月7日月曜日に3時半から例会を行いますが、そ
の後行います。汚れても良い格好でお願いできれ
ばと思います。よろしくお願いいたします。

一般社団法人中津城理事の金尾です。皆様中津
城の状況がどのようになっているかとか、黒田官
兵衛が大河ドラマになるということで、相当注目
はされています。

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

中津城はご存知のように黒田官兵衛が1978年に

中島政二氏(宇佐八幡RC)：ロータリー５年目にし

城主となりまして、それ以降12年黒田家がいまし

て初めてのメーキャップです。よろしくお願い

て、その後に細川家が32年いて、その後小笠原家

します。

が79年いて、その後奥平家約150年統治して参り

藤本博和会長：金尾信二様、卓話よろしくお願い

まして、柳ヶ浦地区、宇佐地区、四日市地区とい

します。柳ヶ浦高校インターアクトペットボト

うのは当時奥平家の所領では有りませんで天領や、

ルキャップ洗いでは、臼杵副会長、斉藤委員長、

宇佐神宮領、島原藩の飛び地となっており、宇佐

藤林会員、佐々木会員、末宗会員おつかれさま

市の中では奥平家の領地は、安心院、院内、天津、

でした。

長嶺地域であと中津ですが、あまりこの辺には奥

廣瀬辰彦会員：津々良さん佳也希ちゃん、高校新

平家には縁が無かったのですが、今、官兵衛官兵

人水泳大会で50m、100m、200m平泳ぎ優勝お

衛で中津城へ来ていただければ判ると思いますが、

めでとうございます。

回りには官兵衛の旗が沢山立っています。しかし

藤林鋭司会員：昨日、末宗会員と河村会員にお世

面白いことに中津城の天守閣には奥平家の旗が立
っており、隣の城井神社には宇都宮の旗が立って

話になりました。
石部幸二会員：先週、出雲大社にお参りに行きま

います。ですから昔の城の本丸には官兵衛の旗は

した。何か良いご縁があることを期待していま

一本も立っていませんで、観光客からも異様な目

す。

で見られている次第です。

臼杵 確会員：先日のインターアクト活動では、
斉藤委員長、参加された皆さんお疲れ様でした。
津々良洋一会員：本日週報は原稿が間に合いませ
んでした。すみません。
末宗為十会員：職業奉仕の為、早退いたします。

3年前に奥平家の城主から中津城を購入いたし
まして、運営をさせて頂いていますが、運営方法
としましては、当初より奥平家の資料館として通
しておりますので、ブレない運営ということで、
全国城郭組合に行っても奥平でずっと通していま
す。回りの皆様からは奥平の物だけでなく、官兵

ニコニコ累計

１５９，０００円

衛のものも置いてくださいという要望があります
が、中津城の3階には皆様と関係のある中津RCの
川嶌先生方から色々資料を頂いて、日本で最初に

RI会長となった向笠広次さんの南米とか東南アジ

出席報告

ア訪問のパネルやボードを展示しており、そこに

第2272回（10月3日）

ある方が官兵衛の話が来ると、3階は蘭学とロー

会 員 総 数

タリーの話があるから、そこを官兵衛資料館にし

出

ています。ブレない戦略でやっていますが、奥平
家の資料館に観光客が来まして、よく官兵衛の物
がないですねといわれますが、官兵衛の物は石垣
だけ残っていますので石垣だけ見ていただく話を
年前から経営を始めまして、3年前22,000人の入
場者が2年前25,000人、去年が30,000人、今年が
官兵衛ブームに乗り8月で30,000人を超えており、

32名

（内出席免除）

てくださいとかいう方もおられますが、お断りし

よくしますが、それを押し通すことによって、3

米澤哲也委員長

席

0名

数

27名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．３８％

欠席者
是永潤一会員、新開洋一会員、住本憲彦会員
松永忠昭会員、和田久継会員
※出席率の更正

私どもの目標も45,000人を掲げています。全国城

◎9月26日の出席率は2名のメークアップ
により81.25％→８７．５０％に更正

郭管理者協議会のまとめでは、全国48カ所の城郭

事後メークアップ

のうち、九州では小倉・島原・唐津・熊本・首里

末宗為十会員、藤林鋭司会員(宇佐2001RC)

城・平戸が入っていますが、中津城の入場者数は
下から2番目で一番少ないのは八幡浜の大洲城で
す。兵庫県にある竹田城、天空の城と言われてお
り石垣だけですが、そこでも年間15万人、今一番
多い入場者数の城はどこかというと首里城で約
190万人、その2年前までは熊本城でした。巻き返
すためには名古屋城に二条城なみの御殿を作る政
策をやっていますし、姫路城も再来年春には今の
足場がすべて取れて入場できるようになります。
中津城も入場者数は増えていますが、実際に城郭

新世代委員会
柳ヶ浦高校インターアクトクラブのサポート
9/30
ペ
キッ
ャト
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プト
洗ル
浄
藤本会長、藤林会員、末宗会員
佐々木会員、臼杵会員、斉藤委員長

に入るのに400円出すかなと思っています。中津
の観光者は実際には3倍4倍の人が来ていますが、

10/7

大河ドラマがあろうと無かろうと中身はブレない

キＩ
ャＡ
ッＣ
プ
選例
別会
のと
続
き

奥平ですので、自慢で来るのは奥平家の甲冑が8
両ほどありすべて本物です。

＝以降省略いたします＝
藤臼
久杵
保会
会員
員、
、佐
斉々
藤木
委会
員員
長
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